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帝京大学スポーツ医療研究　第４巻：27-30 平成 24 年（2012 年）２月

１）はじめに

　今回筆者は、山口県で開催された第66回国民体育大会
（山口国体）に東京都体育協会の帯同ドクターとして初
めて参加する機会を得たので、その経過を報告したうえ
で、若干の考察を加えたい。

２）山口入り

　事前に東京都体育協会（都体協）の会議において要請
を受けた日程に従い、9月9日（金曜日）に空路にて山
口に向け羽田空港を出発した。ご一緒させていただいた
のは、都体協理事長の中野氏、競技力向上部長の角田氏、
そして常任理事の植田氏の3人の都体協スタッフの方々
である。本来、今年度の山口国体の開催日程は10月1日
から11日までであり、東京都の国体選手団結団式も9月
23日に予定されている。しかし、秋に向かう気候と会場
の手配の関係から、水泳競技などは伝統的に9月中から

開催されることが多いということであった。実際に競技
の予定表を見ると、水泳は9月7日から15日、体操は9
月9日から15日、そしてクレー射撃は9月11日から15日
と、本体会開始前に全日程が開催される。したがって、
私が帯同する競技会はこの3種目の中から会場を選んで
視察ということになる。道中、都体協が国体にかける意
気込みなどのお話を伺いながら、山口宇部空港に到着し
た。山口入りは午後となったため、その日は明日の競技
視察の打ち合わせと、既に現地入りしている都体協先遣
隊の方々との顔合わせということになった。

３）競技視察

（１）体操競技
　翌10日午前は、山口県スポーツ文化センターでの体操
競技を視察した。都体協専務理事の新井氏、理事の袴田
氏とともに会場に到着した。山口県スポーツ文化セン
ターは、明治の元勲ゆかりの土地に、陸上競技場やサッ
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　The 66th national sports festival of Japan was held from the 1st to the 11th of October 2011 in Yamaguchi 
prefecture. And as a team doctor, I had a chance to accompany the inspection tour of Tokyo sports team for 
gymnastics and swimming races, usually held within September even before the official festival period. We can 
discuss the several technical aspects of this festival as follow.
1） Japan national sports festival is an event made of total efforts of the city as a conference site.　2） Most of the 
participants of the festival, as a university or high school students, should be properly supported in the catch up 
study before and/or after the festival period.　3） Mobile phone hot line between local medical staffs and team 
doctor should be considered.　4） University athletic trainers and sports doctors should stand for the more active 
supports to the local sports team for the national sports festival.　5） Flexible accommodations between the 
university duty and support for the local sports team would sometimes be necessary to consider.
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カー・ラグビー場などとともに、立派な屋内競技場が設
備されている。会場周辺で開催されている地元の方々の
主催する各種イベントを通り抜けて、屋内競技場に到着
した。会場は、山口県の国体実行委員会の方々や、ボラ
ンティアの方を含め多くのスタッフの人により整然と管
理されている。また一方で、入場チェックや写真撮影な
どの規制については、やや厳しいものを感じた。一般観
覧席の数に対して市民の入場希望者は大変多く、会場外
に入場待ちの行列ができていた（写真1）。
　競技は、男子、女子少年の予選会であるが、男子6種
目（ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒）女子
４種目（跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか）が、同時
進行の形で進行し、制限時間とともに合図がならされ、
全員が整然と場所を移動する。緊張感ある静寂の中に、
各県の体育協会の方々やチームメイト、また選手の家族
の応援する声が響く形の競技風景であった（写真２）。
応援団の位置と、選手の供する場所が種目ごとに遠く
なったり近くなったりする関係で、各府県の応援団がど
のチームを応援しているのかすぐにはわからなかった。

私たち都体協役員のグループも、東京都女子チームのゆ
か競技や、段違い平行棒、跳馬などをよりよく見えるよ
う座席を変更して移動していった（写真3〜４）。そして、
最終的には主催者側のご好意により、正面の役員席とい
う特等席で競技を視察することができた。また、競技終
了後15分ほどで、各チームの成績の速報が印刷・配布さ
れており、組織だった競技運営が強く印象づけられた。　 　
　今回の視察を通して、体操競技とは、各都道府県の
チームが相手を意識しながら直接優劣を決するものでは
なく、チームメイト内でお互いに励ましあいながら、自
分自身と向き合う、非常にメンタルで繊細な競技である
ことに気づかされた。
　また、跳馬の踏み切り時や、ゆか運動のフィニッシュ
動作前など、極度に集中力を要する競技のタイミングに
も、他チーム競技の騒音、応援、歓声などが周りで不意
に発生しており、繊細な中にも、強い神経（いうなれば
鈍感力のようなもの）が要求される競技だと感じた。会
場を出た後で都体協の方に伺うと、意外にも一番騒音の
出る女子のゆか運動の音楽が鳴っているときが、不意に
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写真 ２　山口県スポーツ文化センター（体操競技会場）

写真 3 〜 ４　東京都チーム選手による競技

写真1　第6回山口国体体操競技会場にて；筆者（向かっ
て右）と、新井清博都体協専務理事（選手団総監督）
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起こる他の騒音に悩まされず、一番神経を集中しやすい
とのことであった。

（２）水泳競技
　山口の地物を活かしたおいしい昼食を取ったのち、水
泳競技視察のため、バスで山口きらら博記念公園水泳
プールに向かった（写真5）。このプールは、きらら博

（2001年7月〜9月）の跡地に、約3年の歳月をかけて
2011年3月に完成した、最新鋭の水泳競技場である。ID
と撮影許可の交付を受けて場内に入ると、満員のドーム
式スタジアムの中で、スタンドからの大歓声を受けなが
ら、競技が次々とテンポよく進行している。場内には、
選手紹介や、スタート直前、また競技スタート後、表彰
式と場面に合わせてロック調の音楽が響いており、チー
ムの選手たちも一般の観客も、一体となってお祭り気分
のように盛り上がっていた（写真6）。さらに、電光掲
示板でのリアルタイムの中間順位の発表や、決勝後の優
勝者に対するヒーローインタビューが行われ、それが液
晶大画面に映し出されるなど、競技の内容や結果が、観
客や関係者に即座に周知されるようになっていた（写真

7〜８）。　 　 　
　水泳競技は、一人ひとりの選手のパフォーマンスに観
客の目が一斉に注がれ、また各競技選手たちも隣り合わ
せの距離で、短時間の間に真っ向勝負で一挙に優劣を決
する。そして、スタート前の静寂・緊張と、スタート後
のパワーの爆発的開放というサイクルがあり、スポーツ
のあり方として体操競技と好対照をなしていた。また、
競技の運営においてもいい意味でのショー化がなされて
おり、若い選手たちを引きつける工夫がなされていると
感じた。
　翌11日も前日午後と同様に、水泳競技の視察に参加し
た。都体協の方の話では、東京都は水泳競技において現
在国体36連勝中であり、今回は37連勝をかけて、他府県、
特に神奈川県チームの猛追を受けながらも善戦中、とい
うことであった。特に、東京都チームに神奈川県チーム
が競り勝った競技種目などでは、優勝者がヒーローイン
タビューで「なんとしても東京には勝ちたかったので頑
張りました。」という意味のコメントをした事もあって、
東京都チームの応援には一層熱が入る様相であった。
　そして、11日昼すぎに行われた成年女子の400Mメド
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写真 5　山口きらら博記念公園水泳プールの全景 写真6　最新鋭の山口きらら博記念公園水泳プールの内景

写真 7 〜８　最新鋭の山口きらら博記念公園水泳プールの内景
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レーリレーでは、見事東京都チームが優勝し、東京都チー
ムの応援団は、選手・役員に関係なく勝利の雄たけびを
上げて喜びを爆発させていた（写真9）。その様子を見
た私は、都体協役員の方の国体競技にかける情熱に圧倒
された気持ちになると同時に、役員の方々の選手に対す
る愛情や気遣いにも深く感銘を受けた。スタンドでの応
援をしながらも、都体協役員の方々は紛れもなく熱いア
スリート魂を持っていると感じた。
　午後は早や帰京の途に就くこととなったが、道中に、
東京都チームが無事37連勝を達成したとの一報に触れ
た。

４）考察

（１）今回、帯同ドクターとして初めて国体競技に参加
して強く印象付けられたのは、国体競技会の実現に対し
て、多くの人力と時間が、集中的に向けられているとい
うことであった。今回の国体主催者の山口県においても、
足かけ12年もの歳月をかけて、周到に準備がなされてい
た。それだけ、国対開催にかける県民や自治体の意気込
みと期待が大きいということになる。また、今回は、全
競技37種目が県内16市町、県外２市町で競技が行われて
いることからも、各都道府県が国体を受け入れる場合に
は、相当の規模の受け入れ態勢が要求されているものと
感じた。短期に集中的に競技を行う際の主催者側の努力
がしのばれた。
（２）国体選抜選手の多くは学生であり、国体開催時期
前後の期間、練習・合宿・試合などのため、学業面では
相当な犠牲を払っているものと思われる。選手たちは競
技会終了後再び学業に戻るのであるから、国体参加期間
中に生ずるハンディキャップをできるだけ軽減する、何

らかの対策（欠席期間中授業のビデオ供覧の便宜など）
があってもよいのではないかと感じた。
（３）国体帯同ドクターの責務は、担当チーム選手の競
技内外のケガや体調不良などへの即応にあると考えられ
る。そこで、一案として、主催地の医療班への情報提供
や治療の依頼など、事故発生時の即応体制確立のために
は、現地医療班や体協所属の他の施設視察者との間の
ホットライン設置など、通信手段の拡充の余地があるの
ではないかと感じた。
（４）国体競技での成績向上は、各都道府県の体協の最
重要目標であることから、本学を含めた大学機関などに
所属するATやスポーツドクターは、国体への帯同をよ
り積極的に受け入れるべきではないかと感じた。
（5）また、今回は大学業務への影響を最小限にする趣
旨から、帯同期間を、週末を含む短期間（２泊3日）に
限定せざるを得なかった。今回の国体競技期間は実質21
日間であり、都体協所属のスポーツドクター計6名で、
帯同を分担している。負担の公平な分担の趣旨からは、
引き継ぎ期間も入れて４〜5日程度の帯同が望ましいと
考えられる。今後可能な範囲（授業の代講許可や、ビデ
オ授業の取り入れ容認など）で、所属教育機関側の理解
融通を図る必要性も考えられた。

5）おわりに

　今回の国体への帯同を通じて、国体の開催が、開催地
たる地方自治体の物的・人的な多大な努力の結集である
ことを強く感じた。また、今回帯同をさせていただいた
東京都体育協会のスタッフの方々の国体にかける思いの
深さには、とりわけ感銘を受けた。今回の帯同経験を生
かして、スポーツ教育に携わる者としての意識を新たに
した次第である。
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写真9　東京都チームが優勝した成年女子の400Mメド
レーリレーの表彰式


